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☆ 新情報イロ
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☆ ハバネロは

収穫シーズン

を迎えていま

ハバネロ友の会会員様 

ハバネロ栽培のご報告 

京都・亀岡の生産農家さんの方では果実も充実して、果実も赤く染まりだし、そ

ろそろ収穫シーズンを迎えてまいりました。一部では、この日照り気味のため若

干、果皮が日焼け気味のものが出てきていますが、全般的には肉質のしまった

良質の物が獲れそうです。 

梅雨も知らない間に明け、毎日が熱帯夜続きで寝苦しい日々を過ごされておられ

ることと察し申し上げます。 

ここ京都もしばらく雨が降らないせいもあり、当初順調に生育していた露地栽培の

農産物もこの暑さも手伝って花飛びや尻腐れ等の被害も出始めており、最終的に

は昨年同様不作の年になるかと感じております。しかし、ハウス栽培では管理のコ

ントロールが利くこともあり、むしろ生産過剰気味と聞いておりますので農家さんに

はあまり良くない年になりそうです。 

■先日、7/24と7/25に掛けてNHKで約4分間「亀岡を激辛の町に」と言うテーマ

で、ハバネロの畑や亀岡市内で提供されている商品が大きく紹介されており、まさ

に「亀岡の特産」を不動の位置付けに認知されつつあると手応えを感じた次第で

す。                             ハバネロ友の会事務局     
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ブートジョロキア栽培しています。 
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世界で一番辛い唐辛子としてギネスに登録されているイ

ンドアッサム州原産「ブートジョロキア」を栽培していま

す。 

現在、100本程度栽培していますが、ハバネロと比べて初

期の生育か遅く、茎もひ弱で本当に実が付くのか心配し

ていましたが、ここへきて温度も高くなり、果実も大きく

育ってきております。 

 

但し、ハバネロより収量が少なく、軽いこともあり経済的に

はなかなかハードルが高いと思っております。 

あと10日くらいで赤く色づいてくると思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ハバネロ友の会事務局 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 
事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお答えす

ると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 
 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 
  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿してくだ

さい。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報誌に掲載

して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。 

お知らせとお願い 



毎年、今年ほど暑い夏はない!!と

思ってしまうのは私だけでしょう

か？ 

今にも熱中症にかかりそう･･･と思

いながら何とか毎日をやりすごして

いますが、まだ、８月が始まったば

かり･･･先は長～いです。 

でも植物はすごい!! 暑くないの？

と思うくらい元気です。 

今年は病気も虫も少ないようです。 

 

ハバネロの実も収穫に充分な大き

さになって色がつけば出荷というと

ころです。（8／3撮影） 

他の唐辛子は早いものは、６月２４

日から出荷していますが、ハバネ

ロはもう少し時間がかかりそうで

す。 

やはり晩生の品種であるということ

がわかります。 

他の畑の生産者から少し色づいて

いると言う報告があり間もなく出荷

できそうです。 

昨年より１０日くらい早いです。 

 

 

 【今年初めての品種】 

 

 ゴールドチリ  

   （南米コロンビア原産） 

 

 チェコスロバキアン・ 

            ブラック 

   （チェコスロバキア原産） 

  実は真っ黒、花は紫色、 

  葉の色も黒っぽい 

チェコスロバキアン･ブラック  

ハバネロ畑からの近況報告  篠山市「くの一農匠」特派員より  
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ゴールドチリ  



いよいよ待望の収穫期が到来!! 
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Chilli（Chilliぶろぐ主催） http://chillipepper.blog65.fc2.com/ 

   

 今年の梅雨は例年以上に高温多湿だった感が

ありますが、関東でも無事に梅雨明けを迎えて本

格的な収穫期が始まっています。例年同じことを

繰り返しているとはいえ、やはり株によっては冬

の間も面倒を見ながら手塩にかけて育てきた可

愛い唐辛子が実を着けてくれるのは嬉しい限り。

近年大きな注目を集めている“Bhut Jolokia”の

近種である“Dorset Naga-Naga Morrich”も冬越し

～開花を経てようやく大きな実が収穫できるよう

になりました。 

 

 

 これまで何度か書いていますが、この唐辛子は

バングラデッシュ産のCapsicum Chinense種で

“Bhut Jolokia”の親戚になります。より栽培向け

になっているのか、前者に較べるとより育成は簡

単な気がします。辛さやフレーバーも殆ど同じで

甘いアンズの香りを楽しめるハバネロと較べると、

よりシトラス系といった印象。カットした瞬間にそ

の辛さからは想像できないようなフルーティーさを

味わうことができます。昨年は結実が遅れてし

まったので実を大きく育てることはできませんでし

た。 

 しかし今年は冬越し株だったこともあり、開花が

早く始まったこと。更に高温多湿の時期に開花が

重なった為、後期に結実したものは比較的大きく

育てることができました。 

 これでも通常より若干小さめなのですが、うちの

ベランダは初夏には午後12時、晩秋で2時くらいま

でしか日が当たらないことを考えると上出来と言っ

て良いと思います。 

 育成期に見せる表情はやはりハバネロとほぼ同

じ。根がキッチリと展開してないと花落ちし易く、株

の成長＆気温の上昇に合わせて結実する率が上

がってきます。 

 花芽は一節から２～８本程度生えてきますが、充

分な日照がないと大半が落ちてしまいます。 

 

『収穫したDorset Naga』 

  『高温多湿の環境で育てた 

            Dorset Nagaのフルーツ』 

『複数展開するDorset Nagaの花芽』 



季節を肌で感じる乙女のささやき 四季の丹波風景  
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しかしこのJolokia種、環境次第ではレッドサビナ以上に辛くなるので収穫できたとしても

消費するのが一苦労。更に環境次第ではサイズも２メートル近くに達し、ベランダで栽培

するにはいささか大きすぎるかもしれません。 

前号で味噌漬けをご紹介しましたが、ご

く普通の料理に使うと辛すぎて食べられ

ない、なんてこともありそうです。そろそ

ろ篠ファームさんでも生果の販売がス

タートするようですが、是非Bhut Jolokia

もお願いしたいところです。なおもしも入

手できた際には、くれぐれも扱いと料理

に使う量には気をつけて下さい…（笑）。 

 

 

 

 

 ティラノサウルスと出会う 
 
 
福井県恐竜博物館に行ってき

ました。 

 

お目当てはティラノサウルス。

体長約13メートル。6500年前に

この地球でこんな大きな生き物

が走り回っていたと思うと少し怖

くなります。 

 

現在ではティラノサウルスはそ

んなに足が速くなかったのでは

ないかと言われていると聞きまし

た。 

獲物も死体を食べていたので

はないかとも言われているそうですが、恐竜の王様であってほしいと思っています。 

 

 新しい仮説が出てくると少しガッカリすることが多いです。 

でもこうして目の前に恐竜の骨格を見るとそんなことはどうでも良くなってきて、 

大昔の地球をひとり想像してワクワクしてしまいます。 

『Jolokiaの青果販売に期待!?』 
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町のどこを歩いても、ゴミ

を拾い歩く子供たちを目にす

る。彼らはグループとなり、

それぞれ役割分担をしてい

る。 

ペットボトル、ポリエチレ

ン、紙くず、新聞紙などを拾

い集め、リサイクル屋に持っ

ていくと、袋一杯で数十円と

換金してくれる。 

1日中仕事をすると、100

円から200円にもなり、その

収入で家族を養う。 

ゴミ拾いといえど、彼らは

自らの力でお金を稼いでい

ることに誇りを持っており、物乞いはしてこない。顔なじみの子に「今日はたくさんある

か？」と聞くと、いつも「あまりないよ」と答えるが、表情はとても明るい。自分の背中より

大きな袋を背に、宝探しでもしているかのように周りをきょろきょろ見ながら歩く姿は、と

ても微笑ましい。 

政府は無料で教育の機会を提供しているが、親が学校に行かせない。子が学校に行

くと収入が減るからだ。子の将来より目先の生活を考えなければならないほど、貧困層

の生活は苦しいのである。 

 

いつか彼らにも、

最低限の教育を受

けられる権利と援

助が与えられ、小

さな夢を持てるよう

な社会になること

を切望している。 

 

 

 

   竹 内  僚 

バングラデシュからの便り バングラデシュの村の生活 



亀岡市交流活動センター 国際理解学習フェスタ 第6回 
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国際理解学習フェスタ 第6回 
 

世界に通じる第一歩へ参加してみよう 

 

２００８年８月２４日（日） 午後１０：３０～４：１５ 

 

外国から日本にやってきた人 

日本から外国に行った人 

外国にルーツを持つ人など 

外国とつながりを持つ人たちが、身近にいます 

地域に、学校に、会社にある世界の文化に、 

いっしょに楽しみながらふれてみてください  
 

１０：３０～１２：００ 

＊コリアンワールド 

   朝鮮半島の文化とチマチョゴリ体験   

     徐 希寧（ソウ・ヒヨン）さんとハングル講座受講生 

 

＊バルカン半島の国  セルビアと日本 

     セルビア・日本友好協会   

                         （Saint Nicholas of Japan) 

     ﾄﾞﾗｺﾞｽﾗﾌﾞ・ﾀﾀﾞﾛﾋﾞｯﾁ（Sasha)さん 

 

＊オランダの 子育てしやすい街って どんなもの？ 

          西本好江さん 

                （子どもサポートプロジェクト） 

 

＊伏見工業高校生の竹楽器制作体験発表 

    幸野 理乃（産業デザイン科教諭）さんと共に 

  

＊「あかちゃんのうまれるひ」紙芝居上演 

        榎 萠絵さん（亀岡高校生） 

     

＊ブラジル移民１００周年記念 

  姉妹都市 

   ジャンジーラって？ 

  

 



１２：００～１：

００        （ランチタイム）） 

 世界とつながる人たちのブースをたずねて話してみよう 

    ★何カ国の人が参加しているのでしょうか？  

     ★何人の人にインタビューができましたか？ 

 

１：００～３：３０ 

 ☆ヤンソン柳沢由実子さんの映画案内 

 ☆映画会 「母たちの村/Moolaade」 

 ☆みんなでﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

       映画を見て、感想を語り合いましょう  

   相手が傷つけずに、自分の意見をいうト

レーニングも 

 

    配給：アルシネテラン 

 

   「母たちの村/ Moolaadé」 
   西アフリカの小さな村   

   日々はおだやかに過ぎていく 

   しかし、そこには、大きな悲しみが隠されていた 

   ある日、女達は立ち上がる 娘たちのために 未来のために 

   伝統というだけで女性に押しつけられてきた「割礼」と言われる 

   因習に「NO」を突きつける一人の女性 

   逃げ込んできた少女達を守るため、Moolaadのロープを張る女性たち 

               

     この映画は、アフリカ大陸で生まれ、アフリカ人の監督に現地の 

     人々も協力し、作り上げられた。アフリカの声として世界に発信中 

     
  監督：ウスマン・センベーヌ（アフリカ映画界の巨匠と呼ばれ、80才 男性） 

        ＊第57回カンヌ国際映画祭 部門 グランプリ受賞 

        ＊2005年全米批評家協会賞 最優秀外国語映

画賞受賞 

 

交流会館ってどこ？ 
（財）亀岡市交流活動センター・亀岡国際交流協会 

 

〒６２１－０２４２ 亀岡市宮前町神前長野１５ 

tel：０７７１－２６－５００１  fax:０７７１－２６－５００２ 

e-mail: main@kkoryu.com 
 
 ＊交流会館バス（無料） 
 （6才未満のお子さんは、チャイルドシート着用義務化
によりご利用できません）  
   
 亀岡駅発（ますや前バス停）９:5４→並河駅1０:04 
                                              →千代川駅1０:12 
  ＊自家用車の場合、駐車場は、200台程度あります。 
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ハバネロ育成日記（3）  
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花と緑の会  格畑 學 

 

 

 
 

７月２０日（日） 

 

見る見るうちに沢山の実が付き始め

ました。 

これが全部完熟するとどういうことに

なるのでしょうか。 

 

篠ファームさんに出荷！！ 

７月３１日（木） 

 

２個色付きました。 

素晴らしい赤です。 

 

収穫はもう少し我慢をし

て、まずは何の料理に使う

か楽しみです。 

 

皆さん教えて下さい。 

 

７月１０日（木） 

 

 花は咲くがぽろぽろ落ち 

 実が成らないのではと 

 心配していましたが、 

 あちこちに可愛いのが 

 出来ています。 



「京都ハバネロの里本舗」姉小路店はマスコミの取材攻勢でお蔭様で結構注目されております。 

読売テレビ「なるトモ」7/25(金)放映では調査隊と言うコーナーで、お店にタムケンが来て、店主と

の歓談や亀岡「へき亭」でハバネロご膳を舌鼓(?)する内容で約18分間の長丁場で紹介して頂きま

した。 

   

     

    

営業時間 AM10:00～PM7:00       定休日 毎週木曜日 
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京都ハバネロの里より  
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    暴君シリーズに、夏季限定フレーバーが初登場！！    2008年7月  株式会社東ハト 

        暴君ハバネロ・鬼スタミナの夏    

      魔王ジョロキア・すっぱい悪夢の夏   

                   新発売 
株式会社東ハト（本社：東京都豊島区、社長：小森和輝）は、２００８年７月１４日より、ウマ辛スナック「暴

君ハバネロ・鬼スタミナの夏（ガーリックペッパー味）」と、「魔王ジョロキア・すっぱい悪夢の夏（レモン

ハーブチキン味）」を全国（ＣＶＳルートを除く）にて新発売いたします。 

 

辛いものの需要が高まる夏を迎えるにあたり、辛味スナックの定番「暴君ハバネロ」（２００３年１１月１７

日発売）と、ギネス公認の新・世界一辛いトウガラシ“Bhut Jolokia”（ブート・ジョロキア）を使用した「魔王

ジョロキア」（２００８年１月２１日発売）に、初めての夏季限定フレーバーが登場いたします。 

「暴君ハバネロ・鬼スタミナの夏」は、生地にハバネロピューレとブラックペッパーを練り込み、ハバネロ

の辛味にピリリとした胡椒の辛さをプラスしました。ガーリックの香りとコクが食欲をそそり、チキンとポー

クの旨みがあとをひく、パンチのきいたガーリックペッパー味です。 

「魔王ジョロキア・すっぱい悪夢の夏」は、世界一辛い唐辛子“Bhut Jolokia”の強烈な辛さにレモンの

酸味を組み合わせ、ハーブ（バジルとタイム）を効かせました。辛味と酸味が調和したすっぱ辛い味わい

の中にさわやかなハーブの香りが広がります。酸味の隠し味には、タマリンド（※）ペーストを加えました。 

どちらも食欲を刺激する味わいが夏にぴったりの、夏バテを吹き飛ばすウマ辛スナックです。 

※タマリンド：マメ科のフルーツで、インドでは料理の調味料などに使われているコクと酸味がある果実。

その木には悪霊が宿るともいわれています。 

 

商品の詳細は次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 
暴君シリーズに、夏季限定フレーバーが初登場！！ 

 
＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
株式会社サニーサイドアップ. 
担当：塚本・井口・小沢 
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷
4-12-8 
TEL：０３－６８２５－３４５６ 
FAX：０３－５４１３－３０５０ 
Email： tohato@ssu.co.jp 
◆読者からのお問い合わせ窓口◆ 
株式会社東ハト お客さま相談セン
ター 
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－５１０８１０  
 http://www.tohato.jp 



＜商品概要＞ 
 

◆暴君ハバネロ 鬼スタミナの夏 

名    称   スナック菓子（暴君ハバネロ・ガーリックペッパー味） 

原 材料名    乾燥ポテト、植物油脂、澱粉、赤唐辛子、食塩、ガーリック、ブドウ糖、 

 ブラックペッパー、砂糖、ハバネロピューレ、チキンパウダー、蛋白加水分解物、 

 ポークエキスパウダー、デキストリン、麦芽糖、オニオンパウダー、酵母エキス、 

 脱脂粉乳、乳糖、ホワイトペッパー、醤油、ターメリック、セロリ、コリアンダー、 

 クミン、フェネグリーク、ローレル、陳皮、調味料（アミノ酸等）、香料、酸化防止剤 

 （ビタミンＥ）、甘味料（スクラロース）、香辛料抽出物、酸味料、 

 （原材料の一部に小麦を含む） 

栄 養成分    たんぱく質   ２．０ｇ   炭水化物   ２９．４ｇ 

   脂   質  １７．０ｇ   ナトリウム  ３６８．７mg 

  （食塩相当量   ０．９ｇ）（５１ｇ当りエネルギー 約２７９．０ｋｃａｌ） 

賞 味期限    製造日より１８０日 

価    格   オープン価格（予想販売価格：１２０円前後） 

内 容 量    ５１ｇ   ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ   ２１０×１４０×３０ 

ケース入数   １２×２入り 

発 売 日    平成２０年７月１４日 

発 売地域    全国（ＣＶＳを除く全チャネル） 

商 品特徴    ウマ辛スナック「暴君ハバネロ」の夏季限定フレーバー。 

ハバネロの辛味に、ニンニクの旨味とブラックペッパーの刺激を効かせました。 
 

◆魔王ジョロキア すっぱい悪夢の夏 

名    称   スナック菓子（魔王ジョロキア・レモンハーブチキン味） 

原 材料名    乾燥ポテト、植物油脂、澱粉、香辛料、食塩、ブドウ糖、砂糖、蛋白加水分解物、 

 デキストリン、ジョロキアペースト、粉末酢、チキンパウダー、ホエイパウダー 

 （乳製品）、タマリンドペースト、酵母エキスパウダー、麦芽糖、粉末醤油、 

 オニオンパウダー、ポークパウダー、脱脂粉乳、レモン果汁パウダー、乳糖、調味料 

 （アミノ酸等）、酸味料、香料、パプリカ色素、紅麹色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、 

 カラメル色素、（原材料の一部に小麦、ゼラチンを含む） 

栄 養成分    たんぱく質   １．９ｇ   炭水化物   ２９．３ｇ 

   脂   質  １６．９ｇ   ナトリウム  ４１９．２mg 

  （食塩相当量   １．１ｇ）（５１ｇ当りエネルギー 約２７７．２ｋｃａｌ） 

賞 味期限    製造日より１８０日 

価    格   オープン価格（予想販売価格：１２０円前後） 

内 容 量    ５１ｇ    ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ   ２１０×１４０×３０   

ケース入数   １２×２入り 

発 売 日    平成２０年７月１４日 

発 売地域    全国（ＣＶＳを除く全チャネル） 

商 品 特 徴    世界一辛い唐辛子“Bhut Jolokia”を使った「魔王ジョロキア」の 

           夏季限定フレーバー。 

ジョロキアの辛味にレモンの酸味とハーブの香りを加えたウマすっぱ辛いスナックです。 
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   この夏しか出会えない、ホットでクールな刺激！！     2008年7月  株式会社東ハト 

    超暴君ハバネロ・ヒヤヒヤの夏 

   大魔王ジョロキア・シュワシュワの夏 

          新発売 
 
株式会社東ハト（本社：東京都豊島区、社長：小森和輝）は、２００８年７月２１日より、ウマ辛スナック

「超暴君ハバネロ・ヒヤヒヤの夏」と「大魔王ジョロキア・シュワシュワの夏」をＣＶＳルート限定にて新発

売いたします。 

 

ウマ辛スナックの定番「暴君ハバネロ」（２００３年１１月１７日発売）がパワーアップした「超暴君ハバ

ネロ」（２００７年５月２８日発売）と、新・世界一辛いトウガラシとしてギネス認定された“Bhut Jolokia”

（ブート・ジョロキア）を使用した「大魔王ジョロキア」（２００７年１０月２９日発売）は、最凶のライバルとし

てウマ辛さを競い合っています。この夏、ともに新たな刺激を携えて、スーッとひんやりメントールの超

暴君とシュワシュワはじける大魔王が新登場いたします。 

「超暴君ハバネロ・ヒヤヒヤの夏」は、これまでの「超暴君ハバネロ」と同様、生地に「暴君ハバネロ」

の２倍のハバネロピューレを練り込み、スーッとひんやりするメントールを加えました。ウマ辛さに   

ヒヤヒヤ感が加わり、スーハー辛い新たな刺激をお楽しみいただけます。 

「大魔王ジョロキア・シュワシュワの夏」は、ジョロキアペーストを生地に練り込み、炭酸のような    

シュワシュワする刺激を加えました。口に入れると辛味と酸味とともにシュワッとはじける刺激が広が

り、初めてのウマ辛すっぱさが体験できます。 

どちらもこの夏しか出会えない、ホットでクールな刺激が夏にぴったりのスナックです。 
 

 

 

 

 

 

 
この夏しか出会えない、ホットでクールな刺激！！ 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
株式会社サニーサイドアップ. 
担当：塚本・井口・小沢 
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-
12-8 
TEL：０３－６８２５－３４５６ 
FAX：０３－５４１３－３０５０ 
Email： tohato@ssu.co.jp 
◆読者からのお問い合わせ窓口◆ 
株式会社東ハト お客さま相談センター 
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：０１２０－５１０８１０  
 http://www.tohato.jp 
 



商品の詳細は次のとおりです。 

 

＜商品概要＞ 

◆超暴君ハバネロ ヒヤヒヤの夏 

名    称   スナック菓子（超暴君ハバネロ・ヒヤヒヤの夏） 

原 材料名    乾燥ポテト、植物油脂、澱粉、香辛料、オニオンパウダー、食塩、チキンパウダー、 

 砂糖、ハバネロピューレ、粉末醤油、ブドウ糖、デキストリン、麦芽糖、 

 酵母エキスパウダー、蛋白加水分解物、粉末油脂、乳糖、脱脂粉乳、 

 ニンジンエキス パウダー、トマトパウダー、豚脂、調味料（アミノ酸等）、香料、 

 酸味料、香辛料抽出物、酸化防止剤（ビタミンＥ）、パプリカ色素、乳化剤、甘味料 

 （スクラロース）、カラメル色素、（原材料の一部に卵、小麦、ゼラチンを含む） 

栄 養成分    たんぱく質   ２．０ｇ   炭水化物   ３０．４ｇ 

   脂   質  １７．５ｇ   ナトリウム  ５０１．４mg 

  （食塩相当量   １．３ｇ）（５３ｇ当りエネルギー 約２８７．４ｋｃａｌ） 

賞 味期限    製造日より１８０日 

価    格   オープン価格（予想販売価格：１２０円前後） 

内 容 量    ５３ｇ   ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ   ２１０×１４０×３０ 

ケース入数   １２×２入り 

発 売 日    平成２０年７月２１日 

発 売地域    全国（ＣＶＳルート限定） 

商 品 特 徴    激辛トウガラシ「ハバネロ」を「暴君ハバネロ」の２倍練りこんだ「超暴君ハバネロ」 

に、メントールのクールな刺激を加えた、この夏だけの限定フレーバー。 

 

◆大魔王ジョロキア シュワシュワの夏 

名    称   スナック菓子（大魔王ジョロキア・シュワシュワの夏） 

原 材料名    乾燥ポテト、植物油脂、澱粉、食塩、赤唐辛子、オニオンパウダー、 

ジョロキアペースト、砂糖、蛋白加水分解物、ブドウ糖、デキストリン、 

ガーリックパウダー、エリスリトール、タマリンドペースト、チキンパウダー、 

酵母エキス、ホワイトペッパーパウダー、クミン、パプリカ、チリパウダー、 

レモングラスパウダー、白菜エキスパウダー、醤油、酸味料、重曹、調味料 

（アミノ酸等）、パプリカ色素、紅麹色素、香辛料抽出物、リン酸Ｃａ、香料、 

酸化防止剤（ビタミンＥ）、カラメル色素、乳化剤、（原材料の一部に小麦、豚肉を含む） 

栄 養成分    たんぱく質   １．８ｇ   炭水化物   ３０．６ｇ 

   脂   質  １７．４ｇ   ナトリウム  ５３４．２mg 

  （食塩相当量   １．４ｇ）（５３ｇ当りエネルギー 約２８４．７ｋｃａｌ） 

賞 味期限    製造日より１８０日 

価    格   オープン価格（予想販売価格：１２０円前後） 

内 容 量    ５３ｇ    ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ   ２１０×１４０×３０ 

ケース入数   １２×２入り 

発 売 日    平成２０年７月２１日 

発 売地域    全国（ＣＶＳルート限定） 

商 品 特 徴    ギネス公認・世界一辛いトウガラシ“Bhut Jolokia”を使った「大魔王ジョロキア」に、 

口の中でシュワシュワはじける炭酸のような刺激を加えた夏季限定フレーバー。 

 

 

 



ハバネロ探検隊 おつまみスモーク（ハバネロ）  
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今年の夏は暑いな～！！ 

この時期毎年言っているような気はするが・・・・・・ 

こんな暑い日にはキンキンに冷えたビールをクイット・・・・・ 

 

とりあえず酒屋さんにρ(⌒－⌒。)ノ イッテミヨー♪ 

 

ビールに発泡酒そのほかイロイロ・・・・・・ 

キョロ (。・_・。 ))(( 。・_・。) キョロあれこれ迷う～！！ 

 

オッ！(‾ー『＋』)発見!! 

「おつまみスモーク （ハバネロ）」 

チェダーチーズ６０％以上使用のスモークチーズ 

ピリッとした辛さが刺激的です！・・・・だって。 

これは期待！！ 

 

m(‾○‾)mアーン♪パクッ 

(*’ω’*)…...ん?スモークの良い香りだが、 

辛さはあんまり・・・・・(;‾ー‾)...ン?キターッ 

ゆっくりジワジワと暑さが口の中に広がる。 

少しスパイス感の強い辛さだが、なかなかいける！！ヾ(@⌒¬⌒@)ノ ウマヒィ  

パクパクモグモグ 

 

(‾△‾;)エッ・・? 

あっという間に無くなった・・・・・ 

6個しか入ってない！！！ 

４５ｇの内容量だし仕方ないのか・・・？ 

(-＿＿＿＿＿＿＿＿-;) ウッ・・・ 

ビールまだ飲んでないのに～ 

(/□≦、)エーン!! 

 

 

「おつまみスモーク （ハバネロ）」 

 

株式会社宝幸  

〒141-6011 東京都品川区大崎2-1-1  

                ThinkPark Tower  

TEL:0120-881-242 FAX:03-6420-2214     

株式会社宝幸ホームページ http://www.hko.co.jp/ 
 



〒621-0008  

京都府亀岡市馬路町狐瀬20-1 

 篠ファーム内 

info@kyoto-habanero.com  

 Fax 0771-24-7885 

■「ハバネロなんでも質問コーナー」開設中 

事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にご質問いただければ、直接ご質問者にお

答えすると共に、承諾いただいた内容は直近の号でも紹介したいと思います。 

匿名希望の方は「匿名希望」と伝えてください。 

 

■会員の皆様の宣伝コーナー開設いたします。 

  自分のところの会社やお店の宣伝など、案内したい内容がありまましたら是非、投稿

してください。行政関係の方もどんどん投稿してください。 

  ハバネロ以外でも全然問題ありませんので、活用していただけたら幸いです。 

  原稿の締め切りは、毎月末までに頂きました原稿は、翌月の10日頃をめどに、会報

誌に掲載して配信致します。 

  原稿の送り先は、事務局（ info@kyoto-habanero.com ）宛にお願いいたします。  

                              ハバネロ友の会事務局         

ハバネロ友の会 事務局 

ら、フライパンから出す。  

味が馴染むまでフライパンの中に入れて

置くと味がなじみ良いです。 

 

「ハバネロ味の金平ゴボウ」 
  

 材料 

   ささがき牛蒡 

   出し汁 ・ 砂糖 ・ 塩 ・ 醤油 

   ハバネロの実 ・ 胡麻油  

 

 作り方 

      フライパンに胡麻油を入れ火をつけ 

   て炒める。 

   そこに出し汁をひたひたいれる。 

   砂糖、塩を少し入れ牛蒡が柔らかく 

   なるまで煮る。 

   醤油をいれ、ハバネロの実を 

   スライスして入れる。 

   火を消してそのままで暫く置いて冷めた

ハバネロ料理コーナー 


